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周防大島町告示第98号 

 平成25年第２回周防大島町議会臨時会を次のとおり招集する 

    平成25年11月19日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成25年11月22日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

魚谷 洋一君          魚原 満晴君 

田中隆太郎君          広田 清晴君 

荒川 政義君          中本 博明君 

松井 岑雄君          今元 直寬君 

尾元  武君          平野 和生君 

吉田 芳春君          濱本 康裕君 

久保 雅己君          小田 貞利君 

平川 敏郎君          新山 玄雄君 

───────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成25年 第２回（臨時）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成25年11月22日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成25年11月22日 午後１時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案説明 

 日程第４ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第５ 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第６号） 

 追加日程第１ 議長辞職の件 

 追加日程第２ 議長の選挙 

 追加日程第３ 副議長辞職の件 

 追加日程第４ 副議長の選挙 

 追加日程第５ 議席の一部変更 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案説明 

 日程第４ 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第５ 議案第１号 平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第６号） 

 追加日程第１ 議長辞職の件 

 追加日程第２ 議長の選挙 

 追加日程第３ 副議長辞職の件 

 追加日程第４ 副議長の選挙 

 追加日程第５ 議席の一部変更 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 魚谷 洋一君       ２番 魚原 満晴君 

３番 田中隆太郎君       ４番 広田 清晴君 
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５番 荒川 政義君       ６番 中本 博明君 

７番 松井 岑雄君       ８番 今元 直寬君 

９番 尾元  武君       10番 平野 和生君 

11番 吉田 芳春君       12番 濱本 康裕君 

13番 久保 雅己君       14番 小田 貞利君 

15番 平川 敏郎君       16番 新山 玄雄君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 西村 利雄君     議事課長 中村 和江君 

書  記 大下 崇生君     書  記 木谷  学君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   副町長 ………………… 岡村 春雄君 

教育長 ………………… 西川 敏之君   公営企業管理者 ……… 石原 得博君 

総務部長 ……………… 星出  明君   産業建設部長 ………… 佐川 浩二君 

健康福祉部長 ………… 川口 満彦君   環境生活部長 ………… 奈良元正昭君 

大島総合支所長 ……… 福田 美則君   東和総合支所長 ……… 藤山  忠君 

橘総合支所長 ………… 吉村 昭夫君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 岡本 洋治君 

教育次長 ……………… 西本 芳隆君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

────────────────────────────── 

午後１時30分開会 

○議長（新山 玄雄君）  御苦労さまです。本日は御出席いただきましてありがとうございます。 

 ただいまから平成２５年第２回周防大島町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（新山 玄雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行きます。 

 本臨時会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１１番、吉田芳春議員、１２番、

濱本康裕議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、本日１日限りとすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案説明 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３、議案の説明に入ります。 

 町長より議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  本日は、平成２５年第２回周防大島町議会臨時会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわりませず御参集賜り厚く御礼を申し上

げます。 

 それでは、本日提案をいたしております２つの案件につきまして、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 同意第１号は、来る１１月２６日をもちまして任期満了となります教育委員会委員の任命につ

きまして、議会の同意をお願いするものであります。 

 議案第１号は、平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）であります。 

 今回の補正予算は、本年９月４日に発生いたしました豪雨災害復旧事業のため、既定の予算に

８６４万２,０００円を追加し、予算の総額を１５０億５０５万円とするものでございます。 

 以上、提出議案等につきまして、その概要を御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  以上で、議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第４、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  同意第１号につきましては、周防大島町教育委員会委員の任命につき同
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意を求めるものでございます。 

 本町教育委員会委員の尾野亜紀子氏は、周防大島町が発足した年の平成１６年１１月２７日か

ら教育委員として、また、最初の２年間は教育委員長として本町教育行政の発展のため御尽力を

いただいたところでありますが、来る１１月２６日をもちましてその任期が満了いたします。 

 合併前の旧東和町時代から通算いたしますと、実に１１年間もの長きにわたり教育委員として

御在任をいただきました。ここに、同氏の御在任中の御労苦に心から感謝いたしますとともに、

その御功績に対し深く敬意を表するものであります。 

 つきましては、後任の教育委員の任命を要するものでありますが、私といたしましては教育者

として人格、識見が高く並びに豊富な経験を有しておられることなどを考慮いたしまして、中村

篤生氏が最適任と考え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によりま

して、議会にお諮りする次第であります。 

 教育委員会におきましては、児童生徒の学力の向上や体位・体力の向上、また学校の改修や社

会教育の推進など多くの課題を抱えておりまして、私といたしましては、同氏の教育委員として

の手腕に大きな期待をしているところであります。なお、同氏の経歴につきましては添付の関係

資料のとおりであります。 

 議員各位におかれましては、中村篤生氏の教育委員任命につきまして御同意を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。 

 終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。本件は、人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。 

 よって起立による採決を行います。中村篤生委員の任命につき同意を求めることについて、こ

れに同意することに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、中村篤生委員の任命につき同意すること

に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第５、議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第

６号）を議題とします。 
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 補足説明を求めます。星出総務部長。 

○総務部長（星出  明君）  議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）に

つきまして補足説明をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条において、既定の歳入歳出予算に８６４万２,０００円を追加し、予算の総額を

１５０億５０５万円とするともに、第２条において地方債の補正を行うものであります。 

 概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

 今回の補正は、９月４日の豪雨により発生しました西三蒲地区農道西畑線の災害につきまして、

国による災害査定が終了したことから、その復旧事業費を計上するものであります。 

 歳入につきまして９ページをお願いいたします。 

 １３款国庫支出金２項国庫補助金８目災害復旧費国庫補助金は、災害復旧事業に係る農林水産

業施設災害復旧費補助金４６８万１,０００円の新規計上であります。 

 １７款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金は、このたびの補正に要する財源調整を

財政調整基金１５６万１,０００円の取り崩しにより行おうとするものであります。 

 ２０款町債は、国庫支出金と同様に、災害復旧事業に係る農林水産業施設災害復旧事業費

２４０万円を新規に計上するものであります。 

 続いて、歳出でございます。１０ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費２項農林水産業施設災害復旧費１目農林業施設災害復旧費でありますが、現

年度農業用施設補助災害復旧事業として８６４万２,０００円を追加計上するものであります。 

 次に、５ページに戻っていただき、第２表、地方債の補正でありますが、農林水産業施設災害

復旧事業債を新たに追加し、限度額等の設定を行うものであります。 

 以上が議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算（第６号）についての概要でござ

います。 

 何とぞ御審議の上御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  災害復旧の実際的な場所、これは三蒲ということで地図を添付し

てありますが、実際的にどのぐらいの面積、いわゆる災害復旧のやり方についてはどういうふう

に考えておられますかというのが一つです。 

 それともう一つは、例えば災害復旧の場合でも、当然、設計これはどういうふうになるのか聞

いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  佐川産業建設部長。 
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○産業建設部長（佐川 浩二君）  ただいまの御質問でございますけれども、災害の面積とおっし

ゃいますけども、その面積につきましてはブロック積みを今計画しております。ブロック積みの

延長が２１メーター、高さにしまして全高でございますけれども３.３から５メーター、基礎部

分も含んでおります。ブロック積みの面積につきましては９３平米を計画しております。それと

設計のほうですけども、これは前回の議会のときに承認を９月議会のときにいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１号平成２５年度周防大島町一般会計補正予算

（第６号）について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。２時まで休憩をいたします。 

午後１時41分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  それでは再開をいたします。 

 小田議会運営委員長より報告があります。 

○議会運営委員長（小田 貞利君）  ただいま新山議長より議長辞職願が、議会副議長であります

平川敏郎議員に出されました。議会運営委員会で協議の結果、議長の選任について追加日程で対

応をしたいということになりましたので御報告をいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  はい、御苦労さまでした。ここで議長を交代いたします。よろしくお願

いいたします。 

〔議長退席、副議長着席〕 

○副議長（平川 敏郎君）  先ほど新山議長が議長辞職願を提出し、席を外されました。したがっ

て、地方自治法第１０６条に基づき、議長に事故ありとみなし、小職が議長の職を務めさせてい

ただきます。 

────────────・────・──────────── 
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追加日程第１．議長辞職の件 

○副議長（平川 敏郎君）  お諮りします。議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として直

ちに議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（平川 敏郎君）  異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程第１として直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１、議長辞職の件を議題とします。 

 職員に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（西村 利雄君）  失礼いたします。それでは、辞職願の朗読をさせていただきます。 

 平成２５年１１月２２日、周防大島町議会副議長平川敏郎様、周防大島町議会議長新山玄雄。 

 議長辞職願、標記について一身上の都合により議長の職を辞したいので、許可されるようよろ

しく取り計らい願います。 

 以上です。 

○副議長（平川 敏郎君）  お諮りします。この議長辞職願を許可することに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（平川 敏郎君）  異議なしと認めます。よって、議長の辞職を許可することに決定しま

した。 

 場外の新山議員に入場していただきます。 

〔１６番 新山 玄雄君 入場〕 

○副議長（平川 敏郎君）  新山議員に申し上げます。 

 先ほど新山議員さんから提出された議長辞職願は許可されました。新山議員さん、一言御挨拶

をお願いいたします。 

○議員（１６番 新山 玄雄君）  先ほどは許可をいただきまして、まことにありがとうございま

した。 

 １年間という短い期間でありましたけれども、浅学菲才の私が皆さんの御協力を得て議長職を

務めさせていただきました。心より、心より御礼を申し上げます。 

 本町はいろんな課題を抱えております。少子高齢化、人口減少いろんな問題があります。そう

いう中で執行部の皆さんとともに「元気にこにこ安心のまちづくり」を議会は進めてまいりまし

た。 

 これからは、これから選ばれる新議長さんを中心として、どうぞ議会の活性化を図っていただ

き、町民の皆様の負託に応えるような議会としていただきたいと思います。また、私も一議員と
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して一緒に汗をかきたいと、こう思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。１年間本当にありがとうございました。心より御礼を申し上げまして御挨拶にかえさせてい

ただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．議長の選挙 

○副議長（平川 敏郎君）  この際、お諮りします。ただいま議長が欠けましたので、議長の選挙

を日程に追加し、追加日程第２として、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（平川 敏郎君）  異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程

第２として直ちに選挙を行うことに決定しました。 

 追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第１項の規定により投票で行います。 

 議場の出入り口の閉鎖をいたします。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（平川 敏郎君）  ただいまの出席議員は１６名です。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１番、魚谷洋一議員、２番、魚原満晴議員を

指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配布〕 

○副議長（平川 敏郎君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙には

被選挙人の氏名を記載願います。 

 投票用紙の配布漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（平川 敏郎君）  配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（平川 敏郎君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願

います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 
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……………………………………………………………………………… 

 １番  魚谷 洋一議員      ２番  魚原 満晴議員 

 ３番  田中隆太郎議員      ４番  広田 清晴議員 

 ５番  荒川 政義議員      ６番  中本 博明議員 

 ７番  松井 岑雄議員      ８番  今元 直寬議員 

 ９番  尾元  武議員     １０番  平野 和生議員 

１１番  吉田 芳春議員     １２番  濱本 康裕議員 

１３番  久保 雅己議員     １４番  小田 貞利議員 

１６番  新山 玄雄議員     １５番  平川 敏郎議員 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（平川 敏郎君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（平川 敏郎君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 ただいまから開票を行います。魚谷議員、魚原議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

○副議長（平川 敏郎君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数１６票、有効投票１６票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち、久保雅己議員

１５票、広田清晴議員１票。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、久保議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（平川 敏郎君）  ただいま議長に当選されました久保議員が議場におられますので、本

席から、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 

 久保議員、登壇の上、当選の承諾及び御挨拶をお願いいたします。 

○議員（１３番 久保 雅己君）  一言御挨拶を申し上げます。このたびは多くの皆様方の御支持

をいただき議長に就任することとなり、大変光栄に存じます。 

 私は公正無私、専心、周防大島町の進展と町民の幸せを増進するために全力を傾ける所存です。

どうか議員各位並びに執行部におかれましては、格別の御指導を賜りますようお願いいたしまし

て、就任の御挨拶といたします。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（平川 敏郎君）  以上をもちまして、議長の職務は全て終了いたしました。 

 久保議長、議長席に登壇願います。 
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〔副議長退席、議長着席〕 

○議長（久保 雅己君）  ここで暫時休憩いたします。次の会議は１４時３５分から再開いたしま

す。 

午後２時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時35分再開 

○議長（久保 雅己君）  会議を再開します。 

 先ほどの休憩中、平川敏郎副議長から副議長辞職願が提出されました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第３．副議長辞職の件 

○議長（久保 雅己君）  お諮りします。副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３として直

ちに議題にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。 

○議員（４番 広田 清晴君）  議長。 

○議長（久保 雅己君）  はい。 

○議員（４番 広田 清晴君）  私先ほども議運において、いわゆる一身上の都合というのは、議

長としての重みこれを損なうものだと、だから明確にすべきだということを言いましたが、明確

な答えはありませんでした。それで、また議運を開く開かんは別にして、休憩中に平川副議長よ

り辞任の届け出を出されたという今の議長の口述でした。 

 私は、もう少し議長及び副議長の職責の重さ、これを明らかにしていかないと、何の理由もな

しに、何かわからん、そのうちにやめてしまうちゅう、いわゆる受理の受託になるというふうに

私は捉えざるを得ないというふうに考えております。 

 やっぱり副議長が辞職の件を、今こうして言われましたけど、実際的にきちっと口実を開いた

としても、一身上の都合という格好になるんじゃなかろうかというふうに危惧しております。や

っぱり職責の重さをもう少し副議長、議長は考えるべきだということを明らかにしておきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  異議がありますので、挙手による採決を行います。 

 副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３として直ちに議題とすることに賛成の議員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○議長（久保 雅己君）  挙手多数であります。よって、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程第３として直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第３、副議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定に基づき副議長である平川敏郎議員の退席を求めます。 

〔副議長 平川 敏郎君 退席〕 

○議長（久保 雅己君）  職員に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（西村 利雄君）  失礼いたします。 

 平成２５年１１月２２日、周防大島町議会議長久保雅己様、周防大島町議会副議長平川敏郎。 

 副議長辞職願、標記について一身上の都合により副議長の職を辞したいので、許可されるよう

よろしく取り計らい願います。 

○議長（久保 雅己君）  お諮りします。この辞職願を許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって、副議長の辞職願を許可することに決定い

たしました。 

 平川議員の除斥を解きます。 

〔１５番 平川 敏郎君 入場〕 

○議長（久保 雅己君）  平川議員に申し上げます。先ほど提出された副議長辞職願は許可されま

した。平川議員、一言お願いいたします。 

○議員（１５番 平川 敏郎君）  副議長辞職にあたり、一言お詫びとお礼を申し上げます。 

 昨年、浅学菲才な私を副議長という要職に充てられ、１年間職責を務めてまいりました。先ほ

ど同僚議員から１年ということでございました。しかしながら、私の微力のおかげで反省すべき

点が随分ございました。この場をお借りしまして、執行部の皆さん、また同僚議員の皆さんには

深くお詫びを申し上げます。 

 今後は一議員として、今、周防大島町に抱えている懸案事項を同僚議員の皆さんと一緒になっ

て一丸となって、周防大島町のさらなる発展のために力を注いでまいるつもりでございます。 

 町長を初め執行部の皆さん、１年間大変お世話になりました。また、先ほど御勇退された新山

議員さん、同僚議員さん、私どものためにいろいろと御苦労・御心配をおかけしたことに対し、

１年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（久保 雅己君）  平川議員、大変お疲れでございました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．副議長の選挙 

○議長（久保 雅己君）  ただいま副議長が欠けましたので、副議長の選挙を日程に追加し、追加
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日程第４として、直ちに選挙を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程

第４として直ちに選挙を行うことに決定しました。 

 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第１項の規定により、投票で行います。 

 議場の出入り口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（久保 雅己君）  ただいまの出席議員数は１６名です。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番、田中隆太郎議員、４番、広田清晴議員

を指名します。 

 投票用紙をお配りします。 

〔投票用紙配布〕 

○議長（久保 雅己君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙には被

選挙人の氏名を記載願います。 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（久保 雅己君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を

願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  魚谷 洋一議員      ２番  魚原 満晴議員 

 ３番  田中隆太郎議員      ４番  広田 清晴議員 

 ５番  荒川 政義議員      ６番  中本 博明議員 

 ７番  松井 岑雄議員      ８番  今元 直寬議員 

 ９番  尾元  武議員     １０番  平野 和生議員 

１１番  吉田 芳春議員     １２番  濱本 康裕議員 

１４番  小田 貞利議員     １５番  平川 敏郎議員 
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１６番  新山 玄雄議員     １３番  久保 雅己議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（久保 雅己君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。田中議員、広田議員、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（久保 雅己君）  報告します。 

 投票総数１６票、有効投票１２票、無効投票４票です。有効投票のうち魚原満晴議員１１票、

広田清晴議員１票。 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、魚原満晴議員が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（久保 雅己君）  ただいま副議長に当選されました魚原議員が議場におられますので、本

席から、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をします。 

 魚原議員、登壇の上、当選の承諾及び御挨拶をお願いたします。 

○議員（２番 魚原 満晴君）  失礼します。このたび、副議長という大役を仰せられ、身に余る

光栄でございます。これからは新しい久保議長さんのもと補佐を務めてまいります。若輩者では

ありますが、町執行部を初めとして議員各位におかれましては、どうぞ御理解等をよろしくお願

い申し上げます。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

追加日程第５．議席の一部変更 

○議長（久保 雅己君）  この際お諮りいたします。ただいま議長及び副議長の新旧交代がありま

したが、この際慣例に基づいて議長の議席は末尾から１番目、副議長が末尾から２番目になるよ

うに議席の一部を変更したいと思います。 

 お諮りいたします。この件を直ちに日程に追加し、追加日程第５として直ちに議席の変更を行

いたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、追加

日程第５として直ちにこれを行うことに決定しました。 
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 追加日程第５、議席の一部変更を行います。 

 議長、副議長の新旧交代に伴い、会議規則第４条第３項の規定に基づき議席の一部を変更しま

す。平川議員の議席を２番に、新山議員の議席を１３番に、魚原議員の議席を１５番に、久保議

員の議席を１６番にそれぞれ変更します。 

 ここで暫時休憩します。３時５分までです。 

午後２時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時05分再開 

○議長（久保 雅己君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ただいま変更した議席は、お手元に配りました議席表のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  以上をもちまして本臨時会に付議された案件の審議は全て議了いたしま

した。 

 これにて、平成２５年第２回周防大島町議会臨時会を閉会いたします。 

○事務局長（西村 利雄君）  御起立願います。一同、礼。 

午後３時05分閉会 

────────────────────────────── 
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